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09073 4月15日 晴 稍重 （29中山3）第7日 第1競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走10時05分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

44 ビ ッ ザ ー ロ 牝3鹿 54 北村 宏司�ラ・メール 奥村 武 浦河 大島牧場 542± 01：55．6 1．5�
69 マースチェル 牝3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 61：56．23� 12．1�
812 ヴィエメンテ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎杉田 周作氏 中舘 英二 浦河 桑田牧場 456－101：57．37 89．0�
57 ヒ ス イ 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B488－ 41：57．51� 5．2�
45 フ レ ス カ 牝3栗 54 大野 拓弥水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 464＋ 21：57．81� 44．3	
33 モリトシラギク 牝3芦 54 内田 博幸石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 B462－ 21：57．9� 6．4

710 トウカイリオナ 牝3青鹿54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 440－ 41：58．0クビ 16．9�
11 ブライトエンジェル 牝3黒鹿54 柴田 大知下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 444± 01：58．42� 20．0�
22 マサリヤヒメ 牝3栗 54 岩部 純二西本 資史氏 石毛 善彦 新冠 佐藤 義紀 420＋ 21：58．5� 74．4
711 デルマコイシグレ 牝3栗 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 426± 01：59．03 170．8�
68 アメイジングギフト 牝3鹿 54 江田 照男平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 466＋ 21：59．21� 160．2�
813 タッカースタート 牝3黒鹿54 石川裕紀人小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 田渕牧場 444± 01：59．62� 69．0�
56 カンティレーナ 牝3黒鹿54 熊沢 重文 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－102：00．23� 81．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，299，300円 複勝： 57，486，000円 枠連： 14，005，100円
馬連： 53，699，400円 馬単： 33，342，400円 ワイド： 30，276，000円
3連複： 67，814，600円 3連単： 123，449，600円 計： 403，372，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 180円 � 920円 枠 連（4－6） 690円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，230円 �� 6，350円

3 連 複 ��� 15，130円 3 連 単 ��� 42，510円

票 数

単勝票数 計 232993 的中 � 116701（1番人気）
複勝票数 計 574860 的中 � 384561（1番人気）� 37411（4番人気）� 4659（9番人気）
枠連票数 計 140051 的中 （4－6） 15533（3番人気）
馬連票数 計 536994 的中 �� 55879（3番人気）
馬単票数 計 333424 的中 �� 22462（3番人気）
ワイド票数 計 302760 的中 �� 30016（3番人気）�� 3212（18番人気）�� 1105（36番人気）
3連複票数 計 678146 的中 ��� 3360（38番人気）
3連単票数 計1234496 的中 ��� 2105（109番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．8―13．2―13．1―13．3―13．6―13．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―36．4―49．6―1：02．7―1：16．0―1：29．6―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．6
1
3
10（9，4）13（2，7）－3，12（5，11）（1，6）－8・（10，4）（9，7）（2，13）（12，1，3）－5－11－（6，8）

2
4
10，4（9，13）7，2，3－12－5，11，1，6－8・（10，4）7，9－2（12，1）5（13，3）－11－8，6

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビ ッ ザ ー ロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2017．3．19 中山2着

2014．4．10生 牝3鹿 母 ステディプロスペクト 母母 Steady Cat 2戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 スターズインヘヴン号（疾病〔感冒〕のため）
※カンティレーナ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

09074 4月15日 晴 稍重 （29中山3）第7日 第2競走 1，200�サラブレッド系3歳
発走10時35分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

35 ガッテンパートナー 牡3栗 56 松岡 正海大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 456－ 21：13．6 5．0�
714 ダノンイーグル 牡3栗 56 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 496＋ 81：14．23� 3．4�
47 キセキノキミヨ 牝3青鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 458－ 81：14．51� 17．3�
816 コスモクウェンチ 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 21：14．6� 2．9�
59 クラウントゥレス 牡3鹿 56 木幡 初広�クラウン 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 466－101：14．81 46．0	
611 コンプレアンノ 牝3鹿 54 江田 照男柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 424－ 61：15．11� 90．1

23 エリーヒストリー 牝3鹿 54 武士沢友治谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 466－ 4 〃 クビ 103．8�
48 クリノカグヤヒメ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎栗本 博晴氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 408± 01：15．2クビ 131．1�
36 ダークガーランド 牡3芦 56 岩部 純二新井原 博氏 伊藤 正徳 新冠 佐藤 義紀 450＋ 2 〃 クビ 62．2
12 パーフェクトプラン 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �フジワラ・ファーム 池上 昌和 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：15．3� 32．0�
510 クリノナポレオン 牡3栗 56 吉田 豊栗本 博晴氏 伊藤 伸一 青森 町屋 勝幸 428－ 6 〃 クビ 77．9�
11 イデソヨヒトヲ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 日高 高山牧場 420－ 41：15．51 171．8�
24 ハシルヨマッテテ 牝3栗 54 石川裕紀人田中 幹雄氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 418－ 21：15．6� 84．7�
612 キングアスリート 牡3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 468－ 61：16．34 11．9�
815 レックスフォルス 牡3青鹿56 北村 宏司吉田 照哉氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 61：16．93� 54．3�
713 ベリーグレート 牝3鹿 54 柴山 雄一栃本 實氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 428－ 41：17．0� 6．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，673，000円 複勝： 30，190，400円 枠連： 15，482，300円
馬連： 52，722，100円 馬単： 27，483，000円 ワイド： 32，618，800円
3連複： 70，933，300円 3連単： 90，578，600円 計： 339，681，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 160円 � 370円 枠 連（3－7） 660円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，190円 �� 860円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 22，620円

票 数

単勝票数 計 196730 的中 � 30975（3番人気）
複勝票数 計 301904 的中 � 54026（3番人気）� 54050（2番人気）� 15961（6番人気）
枠連票数 計 154823 的中 （3－7） 18064（2番人気）
馬連票数 計 527221 的中 �� 42558（3番人気）
馬単票数 計 274830 的中 �� 9557（7番人気）
ワイド票数 計 326188 的中 �� 23499（3番人気）�� 6624（13番人気）�� 9419（10番人気）
3連複票数 計 709333 的中 ��� 11276（13番人気）
3連単票数 計 905786 的中 ��� 2902（66番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．0―12．6―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．3―47．9―1：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．3
3 ・（10，12，14）13（5，16）－7（1，9）11，3－（2，8，4）＝6－15 4 ・（10，12，14）（5，16）7（13，9）1（11，3）2－（8，4）－6＝15
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ガッテンパートナー �
�
父 デュランダル �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2016．6．19 東京7着

2014．3．31生 牡3栗 母 サウンドアメニティ 母母 バ ジ ー 10戦1勝 賞金 12，100，000円

第３回 中山競馬 第７日



09075 4月15日 晴 稍重 （29中山3）第7日 第3競走 1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

44 グッドラックサマー 牡3栗 56 田辺 裕信澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 542－ 41：55．6 3．4�
710 モズダイキチ 牡3黒鹿56 吉田 豊 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 458－ 61：55．81� 14．8�
69 ウインポディオ 牡3栗 56 松岡 正海�ウイン 粕谷 昌央 浦河 栄進牧場 B462－ 41：56．01� 33．6�
57 ミ カ ー ド 牡3芦 56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 460＋ 21：56．42� 4．9�
11 トミケンボハテル 牡3芦 56 柴山 雄一冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム 490＋ 41：57．03� 3．1�
56 ヒカリダイヤグラム 牝3鹿 54 大庭 和弥�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 三木田牧場 444－ 61：58．17 99．7	
711 コスモフリオーソ 牡3鹿 56 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 松永 康利 日高 藤本ファーム 470＋ 21：59．05 138．2�
68 コウジインポシブル 牡3芦 56 石川裕紀人神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B490＋ 61：59．1� 30．5�
812 マグニフィセント 牡3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 菊沢 隆徳 新ひだか 武 牧場 510－ 61：59．2� 69．0
45 フラッグアドミラル 牡3黒鹿56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 450－ 41：59．94 4．6�
22 サクラヴァンガード 牡3鹿 56 内田 博幸�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡スタット 528－ 8 〃 クビ 28．5�
813 セシルシャイン 牡3鹿 56 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 22：00．21� 37．2�
33 ニ シ キ エ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 432＋ 42：00．41� 220．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，166，700円 複勝： 23，489，000円 枠連： 14，137，600円
馬連： 46，740，000円 馬単： 25，445，300円 ワイド： 26，525，000円
3連複： 60，921，200円 3連単： 90，638，800円 計： 307，063，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 320円 � 670円 枠 連（4－7） 1，270円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 1，900円 �� 5，640円

3 連 複 ��� 23，890円 3 連 単 ��� 75，440円

票 数

単勝票数 計 191667 的中 � 44346（2番人気）
複勝票数 計 234890 的中 � 44193（2番人気）� 17929（5番人気）� 7391（8番人気）
枠連票数 計 141376 的中 （4－7） 8614（5番人気）
馬連票数 計 467400 的中 �� 15395（7番人気）
馬単票数 計 254453 的中 �� 4496（14番人気）
ワイド票数 計 265250 的中 �� 6780（10番人気）�� 3581（20番人気）�� 1178（37番人気）
3連複票数 計 609212 的中 ��� 1912（55番人気）
3連単票数 計 906388 的中 ��� 871（209番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．9―13．7―13．5―13．0―12．9―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．8―50．5―1：04．0―1：17．0―1：29．9―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．6
1
3
9，7，8，10，1（6，4）11，2－（3，12）－5－13・（9，7）（10，4）8（6，1）12，11，2＝（3，13，5）

2
4
9（7，8）10－（1，4）6，11，2－12，3（5，13）・（9，7）4，10－6（8，1）12－（11，2）5－3，13

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドラックサマー �
�
父 サマーバード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．4．2 中山6着

2014．3．22生 牡3栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 2戦1勝 賞金 5，000，000円

09076 4月15日 晴 良 （29中山3）第7日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

714 マイネルヴンシュ 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 82：00．4 2．8�

23 プレシャスブルー 牡3鹿 56 A．シュタルケ 石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 430－ 22：00．5� 3．5�
（独）

24 ヴァッラータ 牝3芦 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 406＋ 82：01．24 71．7�

11 ボヌールバトー 牝3黒鹿54 柴山 雄一�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 426＋ 8 〃 クビ 47．8�
59 ドナアブディアス 牡3鹿 56 北村 宏司 M・

Kenichiホールディング� 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－102：01．62� 16．8	

48 ブリージーメイ 牝3鹿 54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 武田牧場 418－ 2 〃 クビ 38．7

713 ブルースカイハーツ 牡3黒鹿56 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 438－ 22：01．81� 13．5�
611 デルマオウショウ 牡3青鹿56 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 536± 02：02．01� 47．9�
510 パガットケーブ 牡3青鹿56 内田 博幸 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 514－ 42：02．31� 8．7
35 インスティンクト 牡3青鹿56 田辺 裕信�ノースヒルズ 上原 博之 日高 戸川牧場 482＋ 22：02．51� 22．5�
816 グリフレット 牡3鹿 56 蛯名 正義 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B430－ 2 〃 クビ 49．6�
36 フ ァ ウ ス ト 牡3鹿 56 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 448＋14 〃 アタマ 274．4�
612 アップルパンチ 牝3黒鹿54 熊沢 重文田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 オリエント牧場 412± 02：02．81� 306．8�
12 ナカヤマグラン 牡3鹿 56 柴田 善臣和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 北洋牧場 448－ 8 〃 アタマ 81．3�
47 オメガジェルベーラ 牡3栗 56 戸崎 圭太原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 484± 02：04．410 4．8�
815 アルマアンジュ 牝3鹿 54 石川裕紀人コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 大道牧場 486－ 62：04．72 221．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，701，500円 複勝： 35，574，800円 枠連： 17，423，300円
馬連： 60，029，400円 馬単： 29，323，500円 ワイド： 34，764，800円
3連複： 76，749，000円 3連単： 99，148，100円 計： 377，714，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 130円 � 1，020円 枠 連（2－7） 470円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，210円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 18，040円

票 数

単勝票数 計 247015 的中 � 68444（1番人気）
複勝票数 計 355748 的中 � 81360（2番人気）� 85411（1番人気）� 5198（11番人気）
枠連票数 計 174233 的中 （2－7） 28371（1番人気）
馬連票数 計 600294 的中 �� 109154（1番人気）
馬単票数 計 293235 的中 �� 29230（1番人気）
ワイド票数 計 347648 的中 �� 47586（1番人気）�� 3546（23番人気）�� 2875（31番人気）
3連複票数 計 767490 的中 ��� 9090（20番人気）
3連単票数 計 991481 的中 ��� 3983（48番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．4―12．0―12．8―12．2―12．2―11．4―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．7―48．7―1：01．5―1：13．7―1：25．9―1：37．3―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．5
1
3
4，9，14（1，8）15（3，11）（12，13）－（5，6，16）－（2，7）10
4，9，14，1（3，8）（11，15，13）12（6，16）10（5，2，7）

2
4
4，9－（1，14）（8，15）（3，11）（12，13）－6（5，16）2，7，10・（4，9，14）－（1，3）－（11，8，13）－（12，6）16（5，15）（2，10）－7

勝馬の
紹 介

マイネルヴンシュ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．11．12 東京4着

2014．5．3生 牡3鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 6戦1勝 賞金 8，850，000円
〔制裁〕 ブルースカイハーツ号の騎手松岡正海は，1コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番・7番・10番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。追 加 記 事（第 3回中山競馬第 6日第 3競走）

〔その他〕　　ハクサンスマイル号は，競走中に疾病〔左第３手根骨々折〕を発症。なお，同
馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



09077 4月15日 晴 良 （29中山3）第7日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時25分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，馬齢重量

本 賞 7，200，000円 2，350，000
2，350，000

円
円 1，100，000円 720，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

24 スビールアスール 牝3黒鹿54 戸崎 圭太�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 468－ 21：08．6 4．4�
11 ザベストエバー 牡3黒鹿56 大野 拓弥古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 27．3�
611 ポ ン ポ ン 牝3黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 434± 0 〃 同着 14．3�
48 ショウナンアエラ 牡3黒鹿56 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 480＋ 21：08．7� 2．7�
816� アースミステリー 牡3栗 56 A．シュタルケ �グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck

Farm LLC B464± 01：08．91� 33．0	
（独）

714 ユイノルフィ 牡3栗 56 吉田 豊由井健太郎氏 尾関 知人 新冠 若林牧場 448－ 61：09．11� 31．7

36 ソレイユフルール 牝3黒鹿54 熊沢 重文 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 4 〃 ハナ 73．0�
510 ナリノメジャー 牝3栗 54 柴山 雄一成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 4 〃 ハナ 6．5�
35 ニシノキララコ 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 454－ 4 〃 クビ 100．3

815 アイアムキャツアイ 牝3黒鹿54 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 444－ 41：09．42 16．7�
713 スノードーナツ 牝3黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 460－ 21：09．5� 281．9�
23 エムオービーナス 牝3栗 54 田中 勝春大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 464± 01：09．71� 29．4�
47 フクノクオリア 牡3黒鹿56 田辺 裕信福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 498－ 41：10．01� 6．0�
612 シルバーストーン 牡3芦 56 柴田 善臣峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 488± 01：10．21� 26．3�
12 ブルーオーシャン 牡3鹿 56 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 正徳 平取 有限会社中

田牧場 444＋ 21：10．41� 280．5�
59 ブ ラ ン シ ュ 牝3青鹿54 柴田 大知�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 430－ 81：10．61� 61．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，581，600円 複勝： 45，529，200円 枠連： 19，802，100円
馬連： 69，986，700円 馬単： 34，334，000円 ワイド： 41，803，000円
3連複： 87，123，800円 3連単： 112，805，900円 計： 439，966，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 �
�

710円
370円 枠 連（1－2）（2－6）

2，750円
1，030円

馬 連 ��
��

2，900円
1，700円 馬 単 ��

��
4，470円
2，630円

ワ イ ド ��
��

1，760円
1，140円 �� 3，630円

3 連 複 ��� 17，820円 3 連 単 ���
���

46，460円
40，330円

票 数

単勝票数 計 285816 的中 � 51499（2番人気）
複勝票数 計 455292 的中 � 66386（4番人気）� 14479（7番人気）� 30841（5番人気）
枠連票数 計 198021 的中 （1－2） 2716（17番人気）（2－6） 7585（7番人気）
馬連票数 計 699867 的中 �� 9257（17番人気）�� 16094（9番人気）
馬単票数 計 343340 的中 �� 2860（27番人気）�� 4907（16番人気）
ワイド票数 計 418030 的中 �� 6123（17番人気）�� 9693（9番人気）�� 2899（35番人気）
3連複票数 計 871238 的中 ��� 3665（55番人気）
3連単票数 計1128059 的中 ��� 880（269番人気） ��� 1014（228番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．4―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 6，11（1，16）（4，15）（3，10）8，12（5，14，9）（2，7）13 4 6，11（1，4，16）15，3（8，10）（5，14，12）9（2，7）13

勝馬の
紹 介

スビールアスール �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．8．7 新潟13着

2014．4．10生 牝3黒鹿 母 サングレアズール 母母 リメインラブ 9戦2勝 賞金 20，700，000円
※エムオービーナス号・ザベストエバー号・ソレイユフルール号・ブランシュ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09078 4月15日 晴 良 （29中山3）第7日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系4歳以上
発走12時55分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：28．8
2：28．6

重
不良

710 ワイルドダンサー 牡5鹿 57 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 490－102：36．8 4．0�
55 イルフォーコン 牡4黒鹿57 松岡 正海 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 450± 0 〃 クビ 13．3�
33 セイカエドミザカ 牡4栗 57 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B476＋ 82：37．33 15．6�
811 ビレッジゴールド 牡4栗 57 内田 博幸村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 484－ 22：37．93� 3．6�
22 アンジュリンブレス 牡5青鹿57 大野 拓弥塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 B500± 02：38．11� 7．5�
67 ダンツエンペラー 牡4鹿 57 蛯名 正義山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 468－ 22：38．2クビ 3．2�
11 トーホウデサント 牡4鹿 57 嘉藤 貴行東豊物産	 田中 清隆 日高 竹島 幸治 478－10 〃 ハナ 87．3

44 � レオクイック 牡5鹿 57 武士沢友治坂田 行夫氏 天間 昭一 浦河 田中スタッド 462－ 62：38．41� 30．8�
68 スリーミュージアム 牡4鹿 57 村田 一誠永井商事	 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 422－ 62：38．93 102．1�
56 タンサンドール 	4栗 57 吉田 豊 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480－ 82：40．07 68．9
812 ゴーストノート 牡4芦 57

54 ▲野中悠太郎 	ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 576＋ 62：40．21� 13．4�
79 アンバーグリスキー 牡5鹿 57 田中 勝春青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B450－ 22：46．8大差 112．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，656，000円 複勝： 35，400，200円 枠連： 13，881，300円
馬連： 54，985，200円 馬単： 28，352，100円 ワイド： 33，155，300円
3連複： 72，490，700円 3連単： 98，987，600円 計： 360，908，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 200円 � 320円 � 480円 枠 連（5－7） 1，800円

馬 連 �� 2，370円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 830円 �� 980円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 8，360円 3 連 単 ��� 36，220円

票 数

単勝票数 計 236560 的中 � 46596（3番人気）
複勝票数 計 354002 的中 � 55050（3番人気）� 28144（5番人気）� 16833（7番人気）
枠連票数 計 138813 的中 （5－7） 5944（9番人気）
馬連票数 計 549852 的中 �� 17976（9番人気）
馬単票数 計 283521 的中 �� 5840（15番人気）
ワイド票数 計 331553 的中 �� 10535（10番人気）�� 8792（11番人気）�� 3903（24番人気）
3連複票数 計 724907 的中 ��� 6497（28番人気）
3連単票数 計 989876 的中 ��� 1981（125番人気）

ハロンタイム 13．4―12．5―12．6―13．1―13．0―13．4―13．3―13．1―13．2―12．7―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．4―25．9―38．5―51．6―1：04．6―1：18．0―1：31．3―1：44．4―1：57．6―2：10．3―2：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．4―3F39．2
1
�
3－8（6，7）－（11，10）－（5，4）1（2，9）－12
3，8，7，10，6（5，11）4（1，12）2＝9

2
�
3－8（6，7）10，11－（5，4）1（2，9）12
3－（8，7）10，5－11（6，1）4，2，12＝9

勝馬の
紹 介

ワイルドダンサー �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．1．4 中山2着

2012．5．1生 牡5鹿 母 スイートフラッグ 母母 Serengeti Day 19戦3勝 賞金 32，250，000円
〔制裁〕 イルフォーコン号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アンバーグリスキー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年5月15日まで平

地競走に出走できない。



09079 4月15日 晴 良 （29中山3）第7日 第7競走 1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時25分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

813 ヒカリトップメモリ 牝4鹿 55 戸崎 圭太�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 470± 01：12．4 1．8�
33 リチュアルローズ 牝4鹿 55 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 466－ 21：12．82� 23．3�
45 ジョリガーニャント 牝4鹿 55 柴田 大知井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 B470± 01：12．9� 19．8�
11 ラピッドライズ 牝4青鹿 55

52 ▲野中悠太郎下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482－101：13．0� 29．2�
814 ラ ブ タ ー ボ 牝4鹿 55 松岡 正海田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 432－ 21：13．1� 27．8	
610 サンクタリリアス 牝5芦 55 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 480－ 21：13．2� 213．0

58 ラッキーペニー 牝4鹿 55 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 520－ 41：13．3� 18．9�
22 � シュルーバック 牝4鹿 55 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 新冠 隆栄牧場 518－ 21：13．4� 13．5�
34 セシャルマン 牝4鹿 55 大野 拓弥平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 B460± 01：13．71� 39．2
711 グリーンバシリスク 牝4栗 55 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B460＋ 6 〃 クビ 6．6�
57 シャンパンサーベル 牝5黒鹿55 江田 照男田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 474－101：13．91 10．7�
712 ブライトガーランド 牝4栗 55 田辺 裕信下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B476－141：14．11� 7．5�
69 ノーフェイト 牝5栗 55 柴山 雄一ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 B466± 01：14．31 90．1�
46 � ホ ザ ン ナ 牝5栗 55 武士沢友治薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 B502＋ 41：16．1大差 235．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，838，000円 複勝： 44，587，000円 枠連： 22，092，900円
馬連： 77，097，300円 馬単： 39，499，800円 ワイド： 43，761，800円
3連複： 95，538，600円 3連単： 134，304，800円 計： 487，720，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 410円 � 420円 枠 連（3－8） 1，340円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 720円 �� 710円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 9，430円 3 連 単 ��� 32，410円

票 数

単勝票数 計 308380 的中 � 132971（1番人気）
複勝票数 計 445870 的中 � 152568（1番人気）� 20333（7番人気）� 19733（9番人気）
枠連票数 計 220929 的中 （3－8） 12706（4番人気）
馬連票数 計 770973 的中 �� 29088（7番人気）
馬単票数 計 394998 的中 �� 11100（10番人気）
ワイド票数 計 437618 的中 �� 15949（7番人気）�� 16362（5番人気）�� 2664（43番人気）
3連複票数 計 955386 的中 ��� 7592（34番人気）
3連単票数 計1343048 的中 ��� 3004（107番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．3―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．5―47．8―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．9
3 ・（1，2，5）（14，8）（4，6，13）11－9，3（10，12）7 4 1（2，5）（14，8）（4，11，13）（6，9）3（10，12）7

勝馬の
紹 介

ヒカリトップメモリ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．2．28 中山1着

2013．4．21生 牝4鹿 母 ヒカリマーガレット 母母 タヤスメモリー 7戦2勝 賞金 21，200，000円

09080 4月15日 晴 良 （29中山3）第7日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系4歳以上
発走13時55分 （芝・右・外）

1000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．7
1：06．5

良
良

47 ト シ ザ キ ミ 牝6鹿 55 田辺 裕信上村 利幸氏 �島 一歩 浦河 浦河小林牧場 486－101：08．6 8．2�
11 ダイトウキョウ 牡5鹿 57 A．シュタルケ 市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464± 0 〃 クビ 2．5�

（独）

610 コスモフレンチ 牡4栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 516－ 41：08．81� 9．4�
46 � フレンチイデアル 牡4鹿 57 北村 宏司杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 506－ 2 〃 アタマ 4．3�
35 	 パラダイスガーデン 牝5栗 55 大野 拓弥岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 480－ 21：08．9
 8．8�
22 イ キ オ イ 牡5鹿 57 松岡 正海西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 456－ 21：09．0
 39．1	
815� バウトナカヤマ 牡5黒鹿57 内田 博幸�中山牧場 高市 圭二 浦河 中山牧場 524－ 21：09．21
 23．1

59 ピュアノアール 牝5鹿 55 戸崎 圭太髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 456－10 〃 アタマ 18．0�
23 	 ランディングバース 牡5鹿 57 嘉藤 貴行 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B548± 0 〃 ハナ 151．5�
611� ダイアモンドノーム 牝4栗 55 柴山 雄一友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 426－ 41：09．3クビ 28．3
712 ウィズエモーション 牝4鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 クビ 31．8�
34 タニノタキシード �7黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 490－ 8 〃 ハナ 98．7�
814 カ ネ ノ イ ロ 牡4鹿 57 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 474－ 41：09．72
 14．6�
58 サビーナクレスタ �6鹿 57 江田 照男 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 502－ 21：10．65 76．4�
713 メイショウカイモン �6鹿 57 熊沢 重文松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 484－ 61：10．7
 134．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，660，900円 複勝： 42，030，600円 枠連： 25，190，500円
馬連： 80，296，900円 馬単： 38，967，200円 ワイド： 44，764，500円
3連複： 97，651，200円 3連単： 131，792，500円 計： 491，354，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 240円 � 150円 � 230円 枠 連（1－4） 340円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，040円 �� 540円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 20，780円

票 数

単勝票数 計 306609 的中 � 29562（3番人気）
複勝票数 計 420306 的中 � 40383（5番人気）� 91891（1番人気）� 41941（4番人気）
枠連票数 計 251905 的中 （1－4） 56466（1番人気）
馬連票数 計 802969 的中 �� 57618（2番人気）
馬単票数 計 389672 的中 �� 9882（8番人気）
ワイド票数 計 447645 的中 �� 23850（3番人気）�� 10438（10番人気）�� 21665（4番人気）
3連複票数 計 976512 的中 ��� 21838（6番人気）
3連単票数 計1317925 的中 ��� 4596（47番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．2―11．4―11．2―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―34．8―46．2―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．8
3 ・（8，9）10，7（1，13）（11，14）（2，5）（12，15）6（3，4） 4 ・（8，9，10）（1，7，13）（2，5，14）（11，12，15）6（3，4）

勝馬の
紹 介

ト シ ザ キ ミ �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．12．15 阪神5着

2011．4．19生 牝6鹿 母 ト シ キ セ キ 母母 マチカネナナエヤエ 29戦4勝 賞金 48，668，000円
〔その他〕 コスモフレンチ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 コスモフレンチ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年5月15日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



09081 4月15日 曇 良 （29中山3）第7日 第9競走 ��1，800�
や ま ふ じ

山 藤 賞
発走14時25分 （芝・右）

3歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：43．9

良
良

810 レッドローゼス 牡3鹿 56 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 470－ 41：48．9 1．6�
55 ゴールドスミス 牡3黒鹿56 大野 拓弥 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524± 01：49．0� 6．3�
11 マイネルラプティス 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 81：49．1� 8．8�
89 マイネルベレーロ 牡3栗 56 A．シュタルケ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 61：49．41� 17．8�

（独）

22 ロ ジ ム ー ン 牡3鹿 56 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 クビ 5．9�
77 ローリングタワー 牡3黒鹿56 柴田 善臣本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 440＋ 2 〃 ハナ 13．5	
44 アンノートル 牡3鹿 56 松岡 正海 
ビッグレッドファーム 池上 昌弘 日高 山際 辰夫 472－ 61：50．03� 25．9�
78 ウォルプタス 牝3青鹿54 石川裕紀人本間 充氏 和田正一郎 日高 本間牧場 424－101：51．17 104．2�
33 ココホレワンワン 牡3黒鹿56 岩部 純二
ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 原 フアーム 470－ 41：51．41� 96．8

（9頭）
66 バ ル デ ス 牡3栗 56 戸崎 圭太 
キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，886，200円 複勝： 68，051，800円 枠連： 14，337，500円
馬連： 72，936，800円 馬単： 47，029，900円 ワイド： 38，440，600円
3連複： 87，050，600円 3連単： 215，899，400円 計： 578，632，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 170円 � 180円 枠 連（5－8） 430円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 220円 �� 260円 �� 560円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 計 348862 的中 � 174421（1番人気）
複勝票数 計 680518 的中 � 402775（1番人気）� 52709（3番人気）� 46722（5番人気）
枠連票数 計 143375 的中 （5－8） 25486（1番人気）
馬連票数 計 729368 的中 �� 113415（2番人気）
馬単票数 計 470299 的中 �� 54504（2番人気）
ワイド票数 計 384406 的中 �� 49353（2番人気）�� 39461（3番人気）�� 14896（8番人気）
3連複票数 計 870506 的中 ��� 70464（2番人気）
3連単票数 計2158994 的中 ��� 63783（4番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―12．0―12．7―12．5―12．1―11．7―11．1―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―37．5―50．2―1：02．7―1：14．8―1：26．5―1：37．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．2―3F34．1
1
3
1，5（2，4，9）10（3，7）－8
1，5－（2，9）（4，10）（3，7）－8

2
4
1，5－（2，9）4，10，3，7－8・（1，5）（2，10）（4，9）7－3－8

勝馬の
紹 介

レッドローゼス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Galileo デビュー 2016．8．6 新潟3着

2014．4．16生 牡3鹿 母 リヴィアローズ 母母 Kiftsgate Rose 6戦2勝 賞金 22，338，000円
〔出走取消〕 バルデス号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

09082 4月15日 曇 良 （29中山3）第7日 第10競走 ��1，800�
しもうさ

下総ステークス
発走15時00分 （ダート・右）

4歳以上，1，600万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

612 エ ネ ス ク 牡4鹿 57 柴田 大知桐谷 茂氏 和田 雄二 新冠 須崎牧場 512－ 21：52．5 14．8�
815 クラシックメタル �6鹿 57 村田 一誠吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 500－ 41：52．6� 84．8�
59 クラウンシャイン 牡5栗 57 石川裕紀人�クラウン 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 478－ 81：52．7� 9．0�
12 コアレスキング 牡7鹿 57 戸崎 圭太小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 540－ 81：52．8クビ 25．4�
36 モ ン テ ネ オ 牡7黒鹿57 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 490－ 2 〃 クビ 94．8�
48 	 アースコネクター 牡6栗 57 江田 照男 �グリーンファーム和田 正道 米

FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B522－ 21：52．9� 31．2	
47 クロフネビームス 牝5芦 55 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 486± 01：53．1� 6．2

35 スマートボムシェル 牡5栗 57 蛯名 正義大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 498－ 21：53．31
 62．6�
24 メガオパールカフェ 牡6栗 57 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 540－ 2 〃 クビ 39．8�
11 ブランシェクール 牝4芦 55 北村 宏司 キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 506－ 6 〃 アタマ 11．1�
23 アサクサスターズ 牡6栗 57 大野 拓弥田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494± 01：53．61� 22．8�
510 ロードシャリオ 牡5鹿 57 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 468－12 〃 クビ 4．3�
714 ニットウビクトリー 牡8鹿 57 松岡 正海日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 502＋ 41：54．13 254．1�
611 スウィフトレイド 牡4栗 57 A．シュタルケ 社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 504± 01：54．2� 3．3�

（独）

816 ナムラケイト 牝5鹿 55 内田 博幸奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 488－ 41：55．37 9．2�
713	 ドラゴンキングダム 牡6黒鹿57 柴山 雄一窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 米 Stonehaven

Steadings 536－ 21：55．61� 122．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，297，200円 複勝： 78，221，400円 枠連： 42，603，100円
馬連： 166，655，400円 馬単： 65，757，400円 ワイド： 80，434，300円
3連複： 216，561，400円 3連単： 273，622，600円 計： 971，152，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 440円 � 1，410円 � 300円 枠 連（6－8） 1，190円

馬 連 �� 50，350円 馬 単 �� 79，410円

ワ イ ド �� 9，740円 �� 1，570円 �� 6，900円

3 連 複 ��� 52，800円 3 連 単 ��� 385，190円

票 数

単勝票数 計 472972 的中 � 25449（7番人気）
複勝票数 計 782214 的中 � 46800（7番人気）� 12914（12番人気）� 76129（4番人気）
枠連票数 計 426031 的中 （6－8） 27730（4番人気）
馬連票数 計1666554 的中 �� 2565（74番人気）
馬単票数 計 657574 的中 �� 621（143番人気）
ワイド票数 計 804343 的中 �� 2100（72番人気）�� 13531（17番人気）�� 2974（63番人気）
3連複票数 計2165614 的中 ��� 3076（141番人気）
3連単票数 計2736226 的中 ��� 515（922番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．8―13．3―11．9―12．2―12．8―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．5―49．8―1：01．7―1：13．9―1：26．7―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．6
1
3
8－12（9，16）15，6（7，11）2，13（1，4）10，3，5－14
8＝（12，16）15，9（6，7）11（2，10）（4，5，13）（1，3）14

2
4
8－12（9，16）（6，15）7（2，11）（1，4，13）10，3，5－14
8－12，15（9，16，7）6，2（4，3，10，11）（1，5）13，14

勝馬の
紹 介

エ ネ ス ク �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．8．2 札幌1着

2013．2．22生 牡4鹿 母 エ ル フ ィ ン 母母 ロ ジ ー タ 13戦4勝 賞金 63，970，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



09083 4月15日 曇 良 （29中山3）第7日 第11競走
第19回農林水産省賞典

��4，250�中山グランドジャンプ（Ｊ・ＧⅠ）
発走15時40分 （芝・外）
4歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，4歳62�5歳以上63�，牝馬2�
減

農林水産大臣賞・日本馬主協会連合会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 66，000，000円 26，000，000円 17，000，000円 9，900，000円 6，600，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード4：46．6良

812 オジュウチョウサン 牡6鹿 63 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 510＋ 24：50．8 1．3�
45 サンレイデューク 牡9鹿 63 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 462－ 84：51．43� 47．8�
56 アップトゥデイト 牡7芦 63 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 534± 04：52．78 4．4�
44 タイセイドリーム 牡7鹿 63 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538－ 44：53．87 17．6�
57 ルペールノエル 牡7黒鹿63 高田 潤 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 英昭 新ひだか 大典牧場 520－ 44：54．22� 17．5�
711 アイティテイオー 牡9栗 63 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 468＋ 44：54．83� 181．6	
22 ウインヤード 牡6鹿 63 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466－ 44：55．33 64．5

33 ワンダフルワールド 牡6栗 63 森 一馬三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 510± 04：55．72� 54．2�
710 クリノダイコクテン 牡6栃栗63 植野 貴也栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 478－ 8 〃 ハナ 98．5�
813� トーセンハナミズキ 牝7鹿 61 小野寺祐太島川 哉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 484＋ 44：56．44 232．7�
69 ラ ス テ ラ 牝6鹿 61 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 484＋ 44：56．72 73．4�
11 ティリアンパープル 牝7鹿 61 山本 康志飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 476－ 64：57．65 222．9�
68 メイショウヒデタダ 牡8黒鹿63 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 480－ 44：58．02� 13．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 84，871，800円 複勝： 225，995，100円 枠連： 61，143，400円
馬連： 223，653，700円 馬単： 174，889，900円 ワイド： 107，093，100円
3連複： 288，806，000円 3連単： 886，545，000円 計： 2，052，998，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 310円 � 110円 枠 連（4－8） 710円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 560円 �� 120円 �� 910円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 7，420円

票 数

単勝票数 計 848718 的中 � 507137（1番人気）
複勝票数 計2259951 的中 � 1725584（1番人気）� 32651（6番人気）� 217032（2番人気）
枠連票数 計 611434 的中 （4－8） 65875（2番人気）
馬連票数 計2236537 的中 �� 72102（5番人気）
馬単票数 計1748899 的中 �� 47644（6番人気）
ワイド票数 計1070931 的中 �� 35847（8番人気）�� 343577（1番人気）�� 20649（13番人気）
3連複票数 計2888060 的中 ��� 144010（4番人気）
3連単票数 計8865450 的中 ��� 86522（20番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 49．7－3F 36．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
8－6，12，3（2，4）5－（10，9）7（13，1）－11・（8，12）－6，5（4，7）＝2，11，3，10，9－（13，1）

�
�
8－6（12，4）（5，2）3（10，9，7）－13，1－11・（12，5）－6（8，4）7－11，2－3，10－9，13－1

勝馬の
紹 介

オジュウチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．19 東京11着

2011．4．3生 牡6鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 障害：17戦9勝 賞金 358，771，000円
〔制裁〕 トーセンハナミズキ号の調教師池上昌和は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

09084 4月15日 曇 良 （29中山3）第7日 第12競走 ��1，200�
か し ま

鹿 島 特 別
発走16時25分 （ダート・右）

4歳以上，1，000万円以下；負担重量は，57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：08．7

重
重

815 ヨウライフク �5栗 57 大野 拓弥小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B500± 01：11．7 5．6�
35 プリサイスエース 牡6栗 57 田辺 裕信井山 登氏 奥村 武 新冠 芳住 鉄兵 510－ 21：11．91� 5．2�
24 アナザーバージョン �6鹿 57 内田 博幸 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B484－ 4 〃 ハナ 7．9�
510 シゲルゴホウサイ 牝5鹿 55 木幡 初広森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 440－ 21：12．0� 30．7�
12 プリンセスロック 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 472－ 21：12．21	 4．3�
48 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 526－ 21：12．3� 7．3	
816 タッチシタイ 牡7栗 57 吉田 豊小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 496＋ 41：12．4クビ 30．5

714 メイショウユメゴゼ 牝8栃栗55 柴田 大知松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 478－ 81：12．61	 27．1�
47 ワイルドドラゴン 牡7鹿 57 村田 一誠窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 540－ 21：12．7� 215．7�
611
 アキノアッパー 牡7栗 57 野中悠太郎穐吉 正孝氏 大和田 成 新ひだか 畑端牧場 B480－ 81：12．8クビ 135．3
23 ウインアンビション 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 502＋ 2 〃 クビ 30．9�
11 イワヌガハナ �5黒鹿57 江田 照男國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 484＋ 41：12．9� 142．6�
36 ダイワエキスパート 牡5芦 57 石川裕紀人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446－ 61：13．43 5．6�
612 ジャストザヨコハマ 牡5栗 57 柴山 雄一ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 506± 01：13．5クビ 26．1�
59 シゲルテングダイ 牡4栗 57 田中 勝春森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 大林ファーム B496＋ 4 〃 クビ 73．0�
713 マサノグリンベレー 牡6青 57 柴田 善臣中村 時子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 502＋ 61：13．71� 209．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 67，852，700円 複勝： 99，019，000円 枠連： 54，707，800円
馬連： 204，818，700円 馬単： 80，910，400円 ワイド： 110，378，500円
3連複： 269，159，100円 3連単： 365，875，800円 計： 1，252，722，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 190円 � 270円 枠 連（3－8） 750円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 660円 �� 810円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 14，810円

票 数

単勝票数 計 678527 的中 � 96774（3番人気）
複勝票数 計 990190 的中 � 138537（4番人気）� 148403（2番人気）� 84318（6番人気）
枠連票数 計 547078 的中 （3－8） 56250（2番人気）
馬連票数 計2048187 的中 �� 92220（4番人気）
馬単票数 計 809104 的中 �� 18402（8番人気）
ワイド票数 計1103785 的中 �� 43502（5番人気）�� 34708（11番人気）�� 38681（8番人気）
3連複票数 計2691591 的中 ��� 67335（4番人気）
3連単票数 計3658758 的中 ��� 17903（22番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―12．0―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―35．0―47．3―59．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．7
3 ・（15，8）（2，10）（6，16）（4，14）（3，12）（1，11，9）13（7，5） 4 15，8（2，10）16（4，6，14）3（1，9）（11，12）（7，13）5

勝馬の
紹 介

ヨウライフク �
�
父 デュランダル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．12．20 阪神2着

2012．4．14生 �5栗 母 ヘッドミストレス 母母 サザンウッド 21戦4勝 賞金 50，462，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウサギノカケアシ号・カフジオリオン号
（非抽選馬） 1頭 トウショウカウント号



（29中山3）第7日 4月15日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

308，090，000円
12，290，000円
2，130，000円
37，310，000円
67，983，000円
5，930，600円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
435，484，900円
785，574，500円
314，806，900円
1，163，621，600円
625，334，900円
624，015，700円
1，490，799，500円
2，623，648，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 8，063，286，700円

総入場人員 26，180名 （有料入場人員 24，226名）
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